
 

気象学会・日本学術会議IAMAS小委員会合同アンケート質問項
目 

アンケート前文を読む(ウィンドウが開きます) 

以下の質問にお答えいただき、最後に末尾の「提出」ボタンを押すと終了です。  

JavaScriptは有効にして下さい。  

※まずはじめに質問1〜7にお答え下さい．  

Q1． あなたの2008年４月１日現在の年齢は？  

歳  

Q2． 性別は?  

Q3． 日本以外の国籍をお持ちの方は国名をお答え下さい．  

  

Q4． 学部卒業の大学・大学校名および卒業年は *?  

大学(校) ／ 年(西暦) 
*学部４年生の方は， 在籍する大学名と卒業見込年をお答え下さい． 

Q5． 最終学歴として修了（中退）した， もしくは在籍中，進学予定の大学院課程のある大学・
大学校名 *と、その専門分野は*？  

大学(校) 
専門分野： 
*該当者のみお答え下さい． 

Q6． あなたの現在の身分・職種は?  
*5年制大学院の場合，1〜2年次はb，3年次以降はcとして下さい． 
**大学の研究所を除く，独立行政法人を含む国公立・民間の研究所を指します．  

Q7． あなたは現在気象学会の会員ですか？  

※質問8・9には、現在学部生の方のみに回答して頂きます．  

Q8． 大学院はあなたにとって魅力的な教育機関と思いますか?  

Q9． 2008年度に大学院進学予定の方に伺います．あなたの進学理由として， 以下から重要性の高
い順に最大３つまで選んでください．  

⇒現在学部生の方は回答終了です．アンケートの末尾のイニシャル入力に進んで下さい．  



※質問10〜13には、現在修士課程に在籍中の方のみに回答して頂きます．  

Q10． ご自分は研究者に向いていると思いますか?  

Q11． 修士課程修了後，博士課程への進学を希望していますか?  

Q12． この質問は，質問11で「はい」と答えた方だけに回答して頂きます． 進学を希望する理由のうち，
以下から重要性の高い順に最大３つまで選んでください．  

Q13． この質問は，質問11で「いいえ」と答えた方だけに回答して頂きます． 進学を希望しない理由を，以
下から重要性の高い順に最大４つまで選んでください．  

⇒現在修士課程在学中の方は質問73へ進んで下さい．  

※質問14〜32には、博士課程に在籍中、もしくはかつて在籍された方に回答して頂きます．  
→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q14． 博士課程には進学したのはいつですか？  

年(西暦)  

Q15． 博士課程には同じ大学の同じ専攻の修士課程から進学しましたか？  

Q16． この質問には質問15で「b, cまたはd」と答えた方だけに回答して頂きます． 専攻・大学を移った理由
として，重要な順に以下から最大２つまで選んで下さい．  

※以下の質問17〜19については、現在博士課程に在籍中の方だけに回答して頂きます．  

Q17． ご自分の性格は研究者に向いていると思いますか？  

Q18． ご自分の研究者としての能力に自信がありますか？  

Q19． 将来は研究者や大学教員になりたいですか？  

Q20． 博士課程在籍中に査読付き国際学術誌*に 掲載または受理された論文数は？  

編（無しの場合は0） 
*大学・研究所の紀要は除きます． 

Q21． 博士課程在籍中に国際会議で口頭発表した件数は？  

件（無しの場合は0）  

Q22． そのうち，海外の学会で口頭発表した件数は？  

件（無しの場合は0）  

Q23． 博士課程在籍中に国際会議でポスター発表した件数は？  

件（無しの場合は0）  



Q24． そのうち，海外の学会でポスター発表した件数は？  

件（無しの場合は0）  

Q25． 博士課程在籍中に結婚（事実婚も含む）しています（した）か？  

Q26． この質問には質問25で 「はい」と答えた方だけに回答して頂きます．配偶者と同居しています（し
た）か？  

Q27． 博士課程在籍中に子供はいます（した）か？  

Q28． 博士課程在籍中の生活費や授業料をどう工面しています（した）か? 以下から額の多い
順に最大３つまで選んで下さい．  

Q29． 博士課程在籍中のあなたの経済状況は？  

Q30． 博士課程の院生の経済状況を改善するために必要とされる経済支援・社会保障制度改
善策は何ですか? 以下から重要と思われる順に最大３つまで選んで下さい．  

Q31． 博士号はいつ取得しましたか?  

取得 【 年(西暦)】 ／ 未取得  

Q32． この質問には博士号を取得された方だけに回答して頂きます． 学位取得後，研究生など定期的な
給料*をもらえない状態を経験した期間は?  

*アルバイト，RA, TAなどの給与は除く． 

※質問33〜41には、現在ポスドク研究員，または博士号取得後に研究生をなさっている方， も
しくはかつてそのいずれか（あるいは両方）を経験された方だけに回答して頂きます.  

→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q33． ポスドク研究員，もしくは研究生の期間に， 査読付き国際学術誌*に掲載または受理さ
れた論文数は?  

編（無しの場合は0） 
*大学・研究所の紀要は除きます．重複回避のため，質問20で「受理」に含めた論文はここには含めないで
下さい．  

Q34． ポスドク研究員もしくは研究生の期間に，国際会議で招待講演を行なった件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q35． そのうち，海外の学会での招待講演数は?  

件（無しの場合は0）  

Q36． ポスドク研究員もしくは研究生の期間に，国際会議で招待講演以外に口頭発表を行な
った件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q37． そのうち，海外の学会での口頭発表数は?  



件（無しの場合は0）  

Q38． ポスドク研究員もしくは研究生の期間に，国際会議でポスター発表を行なった件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q39． そのうち，海外の学会でのポスター発表数は?  

件（無しの場合は0）  

Q40． ポスドク研究員もしくは研究生の期間に，国内外の学会から表彰を受けたことはありま
すか?  

Q41． ポスドク研究員もしくは研究生の期間に，ポスドク研究員以外の研究・教育職へ応募し
た件数は？  

件（無しの場合は0）  

※質問42・43には，学位取得後に研究生もしくはポスドク研究員を経験した後に研究生活から離
れた方だけに回答して頂きます．  

→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q42． 研究の世界から離れたのはいつ?  

年(西暦)  

Q43． 研究の世界から離れた理由を，以下から重要な順に最大３つまで選んで下さい．  

※質問44〜57には、現在ポスドク研究員の方， もしくはかつてポスドク研究員を経験された方だ
けに回答して頂きます．  

→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q44． ポスドク研究員に就いたのはいつ?  

年(西暦)  

Q45． ポスドク研究員を計何年経験しましたか?  

Q46． その間にポスドク研究員を計何カ所で経験しましたか?  

ヵ所  

Q47． そのうち，海外の大学・研究機関で雇用されたのは何ヶ所?  

ヵ所（0以上）  

Q48． その間に競争的研究費（科研費・奨学寄附金・財団奨励金など）を， ご自分が研究代表
者として獲得した経験がありますか?  

Q49． あなたが経験したポスドク研究員の雇用形態はどれですか？ 以下から，経験した期間



の長い順に最大３つまで選んでください。>  
*研究所とは大学以外の研究機関（官民問わず）を指します． 

Q50． ポスドク研究員在職中，結婚（事実婚も含む）しています（した）か?  

Q51． この質問には質問50で 「はい」と答えた方だけに回答して頂きます． 配偶者と同居しています（し
た）か?  

Q52． ポスドク研究員在職中，子供はいます（した）か?  

Q53． ポスドク研究員在職中のあなたの経済状況は?>  

Q54． ポスドク研究員在職中の主たる家計の維持者は誰です（した）か? 以下から重要な順に
最大３つまで選んで下さい．  

Q55． ポスドク研究員在職中に，ポスドクの給与の他に家計を支えるために必要な（だった）副
収入源があれば （あったならば），以下から額の多い順に最大２つまで選んで下さい．  

Q56． ポスドク研究員の現状を改善するために必要とされる対策は何ですか? 以下から重要な
順に３つまで選んで下さい．  

Q57． この質問には，ポスドク研究員を経て， 大学の教員職や研究職（官民・任期付の有無を問わず）に就いた

方だけに回答して頂きます． ポスドク研究員を終えたのはいつでしたか?  

年(西暦)  

※質問58・59には、現在，大学や研究機関（官民問わず）で （ポスドク研究員以外の）研究・教育
職に就いている方だけに回答して頂きます．  

→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q58． あなたの現在のポストの任期は?  

Q59． あなたはポスドク研究員以外の任期付ポストを何回経験しましたか?  

回（無しの場合は0）  

※質問60〜72には、大学や研究機関（官民問わず）で， 現在ポスドク研究員以外の任期付研
究・教育職に就いている方， もしくはそうした任期付ポストを経験した方だけに回答して頂きま
す．  

→あなたはこの条件にあてはまりますか？  

Q60． ポスドク研究員以外の任期付ポストを計何年経験しましたか?  

Q61． その間に競争的研究費（科研費・奨学寄附金・財団奨励金など）を， ご自分が研究代表
者として獲得した回数は?  

回（無しの場合は0）  



Q62． その間に査読付き国際学術誌*に掲載または受理された論文数は？  

編（無しの場合は0） 
 *大学・研究所の紀要は除きます．  重複回避のため，質問20もしくは質問33で「受理」に含めた論文は
ここには含めないで下さい． 

Q63． その間に国際会議で招待講演を行なった件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q64． そのうち，海外の学会での招待講演数は?  

件（無しの場合は0）  

Q65． その間に国際会議で招待講演以外に口頭発表を行なった件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q66． そのうち，海外の学会で口頭発表した件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q67． その間に国際会議でポスター発表を行なった件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q68． そのうち，海外の学会でポスター発表した件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q69． その間に国内外の学会から表彰を受けたことはありますか?  

Q70． その間に任期なし研究・教育常勤職へ応募した件数は?  

件（無しの場合は0）  

Q71． 海外の大学・研究機関の任期付ポストに雇用されたのは何ヶ所?  

ヵ所（無しの場合は0）  

Q72． この質問には， 任期付ポストを経て任期なしの研究・教育常勤職に就いた方だけに回答して頂きます． 
任期付ポストを最終的に終えたのはいつですか?  

年（西暦）  

※最後に全ての方に伺います．まず以下の文章をお読み下さい．  

15年ほど前に始まった「大学院重点化」政策と気候・環境関係の大学院組織の拡充と
が重なったため，ここ10年の間に大気海洋科学分野の博士号取得者が急増しました．
その間，政府の「ポスドク１万人計画」に加え，プロジェクト指向の大型研究予算の比
重が高まったこともあり，ポスドク研究員の数も飛躍的に増加しました．政府は米国型
の大学院・研究システムへの転換を図ろうとしていたのです．その一方で，大学や研
究機関の人件費は抑制される傾向にあり，常勤の研究・教育職ポストの大幅な増加
は将来あまり見込めない状況にあります．一方，ポストへの採用や昇任に際しては，
査読付き論文の発表数や被引用回数，競争的資金の獲得状況が問われるなど，研
究の世界に「成果主義」が広く導入されてきました．また，法人化した大学や研究所で
は，任期付ポスト制度の導入が進み，任期更新も「成果主義」に拠るところが大きくな



っています．さらに，大学・研究所などにも「成果主義」に基づく評価制度の導入が進
み，それに基づき予算やポストの配分がなされるようになりつつあります．  

Q73． 分野の規模からみて， 気象学・大気科学分野の博士課程の現在の院生数（実際の在
籍数）についてどうお考えですか? 以下から1つ選んで下さい。  

Q74． 気象学・大気科学の分野で見たとき，政府の「大学院重点化政策」は成功したと思いま
すか? 以下から1つ選んで下さい。  

Q75． ポスドク研究員数の急増についてどうお考えですか? 以下から1つ選んで下さい。  

Q76． この質問には質問75で「a」と答えた方だけに回答して頂きます． その理由を以下から重要な順に
最大２つまで選んで下さい．  

Q77． この質問には質問75で「bまたはc」と答えた方だけに回答して頂きます． その理由を以下から重要
な順に最大２つまで選んで下さい．  

Q78． この質問には質問75で「bまたはc」と答えた方だけに回答して頂きます． 問題を深刻化させた要因
を重大なものから順に，以下から最大２つまで選んで下さい．  

Q79． この質問には質問75で「bまたはc」と答えた方だけに回答して頂きます． 問題解決のためにどのよ
うな情報が必要か具体的に挙げて下さい．  

  

Q80． この質問には質問75で「bまたはc」と答えた方だけに回答して頂きます． 問題解決のために気象学
会や学術会議がどのような役割を果たすべきか，具体的提言があればご記入下さい．  

  

Q81． 気象学・大気科学の分野における昨今の「成果主義」に基づく評価の拡大傾向につい
てどう考えますか？ 以下から, あなたの考えに最も近い順に最大３つまで選んで下さい．  

Q82． 気象学・大気科学の分野における昨今の大型プロジェクトの拡大についてどう考えます
か？ 以下から，あなたの考えに最も近い順に最大３つまで選んで下さい．  



Q83． 気象学・大気科学の分野における現在の大学や研究所の人事についてどう考えます
か? 以下から，あなたの考えに最も近い順に最大3つまで選んで下さい．  

Q84． 気象学・大気科学の研究分野で見たとき， ご自分の世代の置かれた状況を他の世代と
比べてどう思いますか? 以下から1つ選んで下さい  

※貴重なお時間を割いてアンケートにご協力下さり，有り難うございました．  

最後にあなたのお名前のイニシアルを一文字（例えばmasamiならm）記してください．   

回答が終了したら、下の「提出」ボタンを押してください。  

すると、画面に文字列を含んだ画像が表示されます。文字列を正しく読み取って半角文字で入力
し、「submit」ボタンを押すと終了です。 
（自動回答プログラム等による不正なアクセスを防止するための措置です。）  

  
 

  提 出  回答をリセットしてやりなおし


